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お客様へのメッセージ冊子

◆◇

この冊子は、日々寄せられるお客様の声、応援いただいている方々のメッセー
ジやセゾン投信メンバーの熱い思いをあつめたものです。ぜひご一読ください。
下記は必ずお読みください。
■この資料は、セゾン投信の役職員ならびに関係者の方々から皆様へ、「メッセー
ジ」の発信を目的として作成したものであり、勧誘を目的とした、セゾン投信の提
供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく. 開示書類
でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するもの
ではありません。
■情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではあり
ません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではあり
ません。
■この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者（以下「情報提供者」）
に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあり
ます。
■この情報は、閲覧者ご自身のみのものとし、転載、または、第三者への提供は禁
止します。
■このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任
の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったと
しても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても
一切の責任を負うものではありません。
■投資信託の取得を希望される方は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）を十分
お読みいただき、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

商号等
金融商品取引業者
加入協会
お問い合わせ先

：セゾン投信株式会社
：関東財務局長（金商）第 349 号
：社団法人投資信託協会
：セゾン投信お客様窓口 TEL03-3988-8668
（受付時間 9:00～17:00 土日祝日、年末年始除く）

http://www.saison-am.co.jp
2009 年 7 月３日

長期投資家仲間へのメッセージ VOL.28
転換を楽しむ長期投資家
2009 年 7 月 2 日
2009 年の大転換
昨年の 100 年に 1 度といわれる金融危機の発生によって、米国を主役とするマネー資本
主義は終焉し、その後実体経済の垂直落下により、米国を消費の主役とした高い成長を継
続してきた世界経済の仕組みも脆くも崩れ去りました。
グローバリゼーションと資本主義の堅持という大きな価値観を世界が共有し協調して行
動したことで、金融危機は収まり実体経済も底抜けの危機からは脱することが出来たよう
です。そして 2009 年も半年が過ぎた現在、21 世紀グローバル経済第 2 幕の輪郭が見え始
めました。
レバレッジで荒稼ぎする投資銀行にもうその場は存在しないでしょう。金融機関は伝統
的商業銀行業務への回帰を余儀なくされ、これから世界的淘汰と再編の動きが本格化する
はずです。最早桁外れの収益機会を得ることが出来ないからです。
そして実体経済は地球規模での需要の蒸発という惨劇を経て、これからの需要の主役が
新興大国たちであることが明らかになってきました。とりわけ中国に潜在していた巨大な
内需が、現在の地球経済を下支えるエンジンであるといっても過言ではありません。
転換を拒む断末魔たち
2009 年、世界経済は戦後初めてのマイナス成長に陥る見込みです。そうした大激動の今
年、おそらく中国の GDP（国内総生産）の規模は、日本のそれを抜き去って世界第 2 位の
経済大国になることでしょう。更には史上初めて、新興国群の経済規模が先進国のそれを
上回るという現象も今年顕在するものと思われます。
2009 年の経済成長は日米欧先進国が軒並みマイナス予想であるのに対し、中国は８％、
インドも５％界隈を維持できそうであり、今年に限れば地球経済の成長の源泉はすべて新
興国だと言えるのです。
人類の歴史は、覇権の移動の必然を証明しています。米国の軍事力とドル基軸は決して
すぐに揺らぐものではありませんが、21 世紀を振り返った時、覇権の移動という歴史的大
転換の端緒となるであろう 2009 年の意味を、今を生きこれからを生きる私たちはしっかり
と認識しなければなりません。
このパラダイムシフトに目を背けてもがいている既得権益者たちの姿も、2009 年には
はっきりと白日の下に晒されることでしょう。
米大手金融機関では再び高額報酬を取り戻そうと経営陣は躍起になっているとの事。ウ
ォール街にまだはびこる強欲体質は、歴史の流れに棹差す愚行としか最早世間からは評価
されません。

我が国でも、世界第 2 位の経済大国からの 40 年振りの陥落という現実を受け入れず、高
度成長時代の構造を維持して延命しようとする為政者たち、そして霞ヶ関の抵抗、、
、、今や
私たちには変化を拒む断末魔としか映っていないはずです。
そして相変わらず他人のせいにしておねだりを続ける国民の姿も、変化を知る者の目に
は冷ややかに映っているのです。
時間軸が変わる
金融危機の震源地となった米国では、いち早く世界の大転換を社会が認識しオバマ大統
領が誕生しました。
これまで米国が主導し世界に波及させてきた金融資本主義、これは換言すれば即座なる
成果を追求するための濡れ手で粟的資本主義であって、その結果経済活動から時間という
価値観が除去されて、短期収益至上主義を正義とする社会構造に行き着いたのでした。当
然の帰結として、投資・運用の世界も究極の短期化へとひた走ることとなったのです。
金融資本主義の崩壊の渦中で、オバマ大統領は「CHANGE」というメッセージを発しま
した。大転換にある現実を全国民と認識共有するためです。
オバマ大統領がいみじくも掲げる「CHANGE」とは、時間という価値を喪失した資本主
義を本来あるべき姿に回帰させるのだという強い意思表示であるはずです。
21 世紀経済成長の最大テーマとなった環境・資源・エネルギー・食料、これらを資本主
義経済のサステイナビリティ（継続性）と定義してのグリーンニューディール政策、これ
こそが長期の時間軸を持って国策として取り組むニューパラダイムの実践なのです。
とことん時間をかけて育むものづくり資本主義への「CHANGE」、資本主義の正義は確
実に長期の時間軸を第一義とする社会へと「CHANGE」し始めました。
転換を喜ぼう
時間軸の転換で、お金の役割も実体経済拡大への成長の血液へと回帰し始めます。
そしてニューパラダイムの基で、私たち日本人は地球規模における豊かさの拡大をワク
ワク出来る心を持つことが大切です。中国･インドから果てはアフリカへと、豊かさと幸せ
を感じる人々の増大に貢献する経済構造が、21 世紀の成熟国家日本の新たな姿であるべき
です。
いつの世でも、強欲主義者は軽蔑されなければいけません。21 世紀を生きる私たち生活
者が自ら醸成して行くべき新しい幸福感、それは与える側に立つ喜びを経済活動の動機と
する大人の国への昇華から始まるべきであります。
なかんずく今この時に長期投資家であるということは、変化を知り且つ足るを知る者で
あるということです。強欲主義者はとっとと置き去りにして、長期投資を楽しんで参りま
しょう。
セゾン投信株式会社
代表取締役社長

中野晴啓

「いそがない」資産運用でファイナンシャルインディペンデンスを目指そう！

株式会社ファイナンシャルインディペンデンス
代表取締役

田口

智隆

正直に告白します。私はかつてＩＰＯ株（新規公開株）を入手し、上場と同時に売却を
して利益をえるＩＰＯ投資家でした。
本格的にＩＰＯ投資をスタートした 2005 年はＩＰＯバブル全盛期。93 万円で入手した
ＩＰＯ株がわずか数日後の上場日には 3 倍以上の 320 万円という株価に。毎日がお祭りの
ようでした。
「ＩＰＯ株さえ入手できれば簡単に儲けられる」というＩＰＯ神話を妄信し、数少ない
貴重なＩＰＯ株を入手するために 30 社以上の証券会社に口座開設。ＩＰＯ株をゲットでき
る機会を増やすこと「だけ」しか考えていませんでした。
しかし、今はコアサテライト投資家となり、運用資産の 80％をインデックス運用で「核」
を作り、残り 20％をアクティブ運用で、自分が本気で“惚れた”会社の株を買っています。
長期国際分散投資とは正反対の考え方で投資をしていた私が、今コアサテライト投資家
として日々の株価に追われることなく、下がっても上がっても平常心で投資をし続けるこ
とができるのは、中野社長との運命的な出会いがあったからです。
私が中野社長と初めてお会いしたのは 2007 年の夏。ＩＰＯ神話は崩れていなかったもの
の、それまでの勢いがなくなり、「このままＩＰＯ投資を続けて、今までと同じように利益
を出し続けることができるのだろうか」私自身の中で自問自答している時期でした。
しかし、答えを出すのにそれほど多くの時間は必要ありませんでした。「こんな異常な状
態が永遠に続くはずがない」という結論に達し、ＩＰＯ投資に変わる投資スタイルを探し
ていた時に中野社長と運命の出会いがありました。中野社長に出会うまでは「投資信託＝
アクティブ運用」市場の平均点を取るインデックス運用を中心に資産運用することなど考
えたこともありませんでした。しかし、中野社長ご本人からセゾン投信に込めた熱い熱い
想いを聞き、インデックス運用を「核」としたコアサテライト投資こそが私自身にピッタ
リの投資スタイルであることに気づきました。

そして、ぜひ中野社長の熱いメッセージを私の生まれ育った地元（埼玉）の人達にも聞
いてもらいたい！と思い、中野社長に「埼玉のセミナーで社長の想いを語ってください」
とお願いしまたところ、快諾してくださいました。その後は、埼玉で私が主催するセミナ
ーに定期的にご出演いただき、２００９年３月にはセミナー内容のコア部分を１冊の本に
まとめた『積立による長期国際分散投資で実現する「いそがない資産運用」のススメ』と
いう本を中野社長との共著で出版させていただきました。
コアサテライト投資家となった今、30 社以上あった証券会社の口座はネット系の２社に。
ＩＰＯ投資家だった頃は毎日１回は必ず証券会社の口座にログインをしていましたが、今
は１ヶ月に１回ログインすればいいくらいです。昨年のリーマンショック以降は、つい最
近まで数ヶ月間ほったらかし状態。でもインデックスを中心としたコアサテライト投資な
ので精神的ダメージは全くありません。ダメージどころか平均購入価格が下がってラッキ
ーだと思っているくらいです。
セゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は今年の５月に純
資産が２００億円を突破。２００７年３月１５日の設定以来２７カ月連続で資金の流入超
が続いているということは、そこに集まっているお金が本物の長期投資家の資金であるこ
との証明です。だからこそ、世界的な金融収縮の大津波でほとんどのファンドが資産を減
らしているなか、純資産を増やし続けるという実績を上げることができたのだと思います。
今後はより一層「顧客利益の最優先」を考え、将来的に信託報酬の引き下げもあると中
野社長は明言されています。その頃には今よりもさらに多くのファンド仲間がセゾン投信
を応援していることでしょう。
私自身、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを毎月積み立て投資をしな
がら、適当なタイミングでスポット購入をしています。
今後のセゾン投信のさらなる飛躍を祈っています！
執筆者プロフィール
田口智隆
株式会社ファイナンシャルインディペンデンス代表取締役 1972 年さいたま市(旧大宮市)生
まれ。30 歳の時、自己破産寸前まで膨らんだ借金を一年で完済。その後、資産運用で成功
し 34 歳でハッピーリタイアを実現。現在は、その経験を多くの人に伝えるため、投資につ
いてのコンサルティング、セミナー活動を積極的に行っている。著書に「28 歳貯金ゼロか
ら考えるお金のこと」(中経出版)セゾン投信中野社長との共著「いそがない資産運用のス
スメ」(秀和システム)がある。

セミナー情報
当社主催セミナー
【初心者向け】ゼロからはじめる投資のキホン【東京】
日時：2009 年 7 月 22 日（水）19：00～20：00（開場：18：30）
会場：セゾン投信会議室（住所：東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60・54Ｆ）
講師：瀬下哲雄（セゾン投信運用部）
定員：6 名（申込み先着順）
費用：無料
＜セミナー概要＞
これから投資を始める方だけでなく、すでに投資をしているが良く分からない事がある方や、投資に関する疑
問があるが証券会社に行くには敷居が高いと思っている方に、最適な少人数でのセミナーです。
みなさまの質問に講師が分かりやすくお答えします。
当社共催セミナー
【マネースクール】～資産設計を長期展望から考えるこれからのマネープラン―保険、住宅、運用～【東京】
日時：2009 年 8 月１日(土) 14：00～17：00（開場：13：30）
会場：株式会社ライフプラザホールディングス内 セミナールーム／青山オーバルビル 3F
（住所：東京都渋谷区神宮前５－５２－２）
定員：30 名（申込み先着順）
費用：無料
＜プログラム＞
第 1 部 講演
テーマ：「長い人生の生涯リスクを考える：これからの保険や住宅ローンについて」
講 師：土谷弥生氏(株式会社ライフプラザホールディングス/エグゼクティブファイナンシャルアドバイザー)
テーマ：「長期投資の目で見るこれからの変化」
講 師：中野晴啓（セゾン投信社長）
第 2 部 パネルディスカッション
出演者：土谷弥生氏(同上)、森本新兒氏（かいたく投信株式会社）、中野晴啓（同上）
セミナーの詳細、お申込につきましては当社ホームページから「セミナー情報」をご覧ください。
URL http://www.saison-am.co.jp
セミナーに関するお問合せ先
セゾン投信お客様窓口 TEL 03-3988-8668（9:00～17:00 土日祝、年末年始を除く）

セゾン投信役職員が講師として参加予定のセミナー
第 6 回 語り合おう！真っ当な長期投資とその先の可能性について【埼玉・さいたま市】
日時：2009 年 7 月 11 日(土) 13：30～16：50（開場：13：00）
会場：下落合コミュニティセンター 第 3 集会室（住所：埼玉県さいたま市中央区大字下落合 1712）
定員：35 名（申込み先着順）
費用：1,000 円（当日受付にて支払）
※収益金は全額シングルファザーを支援するフレンチトースト基金に寄付します。
＜プログラム＞
第 1 部 基調講演 テーマ：「いそがない長期投資のススメ」
講師：森本新兒氏（かいたく投信株式会社）、中野晴啓（セゾン投信社長）

第 2 部 パネルディスカッション・質疑応答
出演者：森本新兒氏（同上）、田口智隆氏（ファイナンシャルインディペンデンス
中野晴啓（同上）

代表取締役）、

お申込み方法
当社ホームページ「セミナー情報」ページからお申込みください。
投資と夢について語ろう!! 夢とは： 志をもって成し遂げたい事【岡山】
日時：2009 年 7 月 25 日（土） 13：30～16：30
会場：乃利武 大ホール（住所：岡山県岡山市栢谷 1453-2）
定員：100 名（申込み先着順）
費用：1,000 円（当日受付にて支払）
講師：渋澤健氏（コモンズ投信株式会社 会長）、仲木威雄氏（さわかみ投信株式会社
中野晴啓（セゾン投信社長）

戦略企画部長）

お申込み・お問い合わせ
以下の事項をご記入いただき、e-mail にてお申込みください。
1）お名前、2）ご連絡先（お電話番号／e-mail）
担当：石井様 e-mail：shadow_fly_back7@mx6.kct.ne.jp
投資と夢について語ろう!! 夢とは： 志をもって成し遂げたい事【福山】
日時：2009 年 7 月 26 日（日） 13：30～16：30
会場：エム・シー福山ビル 4 階 会議室（住所：広島県福山市東桜町 1‐41）
定員：50 名（申込み先着順）
費用：800 円（当日受付にて支払） ご夫婦・ご家族で参加の場合は 1,000 円
講師：渋澤健氏（コモンズ投信株式会社 会長）、仲木威雄氏（さわかみ投信株式会社
中野晴啓（セゾン投信社長)

戦略企画部長）

お申込み・お問い合わせ
以下の事項をご記入いただき、e-mail にてお申込みください。
1）お名前、2）ご連絡先（お電話番号／e-mail）
担当：小川様 e-mail：kwk.og-a.wonder@docomo.ne.jp
【特別企画 読書朝食会 "Reading-Lab"】～ティファニーでリーラボ（朝食会を）！＠銀座～【東京】
日時：2009 年 8 月 2 日（日）10：00～12：00（開場：9：30）
会場：The Tea Room／ティファニー銀座ビル 7F（住所：東京都中央区銀座 2 丁目７番 17 号）
定員：50 名（申込み先着順）
費用：2,000 円（当日受付にて支払）
持ち物：皆にオススメしたい本を最低１冊
特に今回は「自分の人生を変えたこの１冊、その後の運命を変えたこの１冊」をご持参ください。
＜プログラム＞
第 1 部「読書朝食会」
持参した本について説明 (1 分半程度、タイムキーパーつけます)
その後フリートーク(最大 5 分)を 1 ターム（＝1 人分）として、参加の人数分行います。
「本の概要」
「気づき」「意見」「ネクストアクション」などを織り交ぜて実施します。
第 2 部 パネルディスカッション
出演者：藤野英人氏（レオス・キャピタルワークス株式会社 ＣＩＯ）、
田口智隆氏（ファイナンシャルインディペンデンス 代表取締役）、中野晴啓（セゾン投信社長）
お申込み方法
当社ホームページ「セミナー情報」ページからお申込みください。

『第３回 夢と想いと長期投資』～塩漬けも怖くない！じっくり育てる長期投資～【広島】
日時：2009 年 8 月 23 日（日） 12：30～15：30（開場 12:10）
会場：広島県立総合体育館（グリーンアリーナ） Ｂ１中会議室（住所：広島市中区基町 4-1）
定員：50 名（申込み先着順）
費用：1,000 円（当日受付にて支払） ご夫婦・ご家族で参加の場合は 2 人で 1,500 円
※ セミナー後の食事会は実費
＜プログラム＞
第 1 部 基調講演 テーマ：「まちがいだらけの長期投資」
講師：渋澤健氏（コモンズ投信株式会社 会長）、藤野英人氏（レオス・キャピタルワークス株式会社 CIO）
中野晴啓（セゾン投信社長)
第 2 部 トークセッション ＆ 質疑応答
出演者：渋澤健氏（同上）、藤野英人氏（同上）
、中野晴啓（同上）
トークセッション終了後、講師との楽しい食事会が行なわれます。（希望者のみ）
お申込み・お問い合わせ
以下の事項をご記入いただき、e-mail にてお申込みください。
1）お名前（フリガナ）、2）ご連絡先（お電話番号、e-mail）、3）食事会参加の有無
担当：岡本様 e-mail：je4pgy@jarl.com
詳しくは当社ホームページセミナー情報をご覧ください。（当社役職員が講師として参加するセミナーの主催
者はセゾン投信ではございませんのであらかじめご了承ください。）
ご留意事項
上記セミナーにおきましてセゾン投信が設定、運用、販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。投資
信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回るこ
ともあります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（目論見書）に詳しく記載されておりま
す。ご購入に際しては、必ず投資信託説明書（目論見書）の内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

セミナーレポート

『長期投資は人生設計のカナメ～ 今、長期投資が支持される理由』

平成 21 年 6 月 20 日、セゾン投信主催 『長期投資は人生設計のカナメ～ 今、長期投資が支持され
る理由』が、秋葉原の富士ソフトアキバプラザセミナールームにて開催されました。
今回のセミナーは第一部講演、第二部トークセッションの 2 部構成で実施いたしました。
第一部講演の一人目は『投資信託にだまされるな!本当に正しい投信の使い方』の著者で、現在、新
聞、マネー関連雑誌や書籍、新聞等で幅広く取材執筆活動を続ける竹川美奈子氏の「真剣に“じぶん
年金”づくりを考える時代」。前半は、「なぜ資産形成が必要なのか」、後半は「「じぶん年金」はどう
つくる」。ご自身が立ち上げた「じぶん年金研究所」のお話を交え 40 分間講演いただきました。
講演、二人目は「長期、分散、低コスト」でインデックスファンドへの投資を提唱し続けるバンガー
ド・インベストメンツ・ジャパン代表取締役の加藤隆氏です。加藤氏の講演テーマは今回初披露とな
ります「バンガードのトリビア～どこがどうちがうの？」
。普通の投信会社とは異なる企業構造を持つ
米国バンガード・グループの生い立ち、社名のトリビア、その企業構造、また圧倒的マーケットシェ
アを誇るバンガードのインデックスファンド等についてお話いただきました。
休憩を挟んで第二部は、竹川氏、加藤氏、当社中野を加えてのトークセッションと質疑応答です。
トークセッションテーマは、経済が成長している論拠は？に始まりアクティブ運用とパッシブ運用に
ついての 3 人の考え方、最後にはオバマ大統領がバンガードのファンドを保有しているという話（※）
にも及びました。続いては質疑応答。今回は質問してくださった方に、バンガードのエコバッグをプ
レゼントする企画があり、そのせいもあって（？）
「質問ある人」の声がかかった途端たくさんの手が
挙がりました。年金、自己投資、買い方、売り方、買い時、売り時、住宅ローン、バンガードのアク
ティブファンド等々、様々な質問が飛び交いパネリストの 3 人も楽しみながら答えていました。
※セミナー当日は詳細をご案内しませんでしたが、オバマ大統領の資産内訳によると、大統領が保有して
いる投資信託の中で最大のファンドがバンガードの「Vanguard FTSE Social Index fund」であると公
開されています。

セミナー後のアンケートでは、講師お二人の講演や質疑応答また会場のリラックスした暖かい雰囲気
等にもご満足の声をいただきました。また、過去のセミナーの情報配信やサービス内容の向上等の具
体的なご要望もいただいており、可能な限りお応えできるよう今後、検討して参りたいと思います。
セゾン投信では今後も様々なセミナーを企画しております。お近くにお住まいの方、ぜひ一度足をお
運びください。

セゾン投信からのお知らせ
バートン・マルキールセミナー

動画掲載のお知らせ

2009 年 5 月 17 日（日）に有楽町朝日ホールで開催されました「バートン・マルキールセミナー」のマルキ
ール教授の講演動画がバンガード・グループホームページに掲載されております。
「ウォール街のランダムウォーカー」の著者でありますマルキール教授の貴重な講演となりますので、当日、
ご参加いただけなかったお客様は是非ご覧ください。
セミナー動画掲載先
バンガード・グループ ホームページ ＞セミナー情報 ＞マルキール教授による基調講演
http://www.vanguardjapan.co.jp/vanguardjapan/seminar/keynote.cfm

セゾン投信に寄せられた質問
Ｑ

現在は、5 千円ずつ定期積立プランを利用しています。これとは別に夏のボーナスでまとめて買いたい
のですが可能ですか？

Ａ①

当社では定期積立プランとは別にスポット購入で随時、1 万円以上 1 円単位で投資信託をご購入いただ
くことができます。その際には、「口座開設完了のご通知」に記載された｢当社への振込先指定口座｣へ
事前にお振込みいただき、インターネットまたはお電話でご注文ください。
お振込先が不明の場合はお客様窓口までお問合せください。

Ａ②

定期積立プランのあらかじめ決められた月の増額をご希望の場合は、「定期積立プラン変更届」にて
設定することができます。（年 2 回まで増額月の選択が可能です。）
例： ボーナスが 7 月と 12 月。この両月を増額したい。
→ 「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」毎月 5 千円＋7 月・12 月は 3 万円に増額。
※ 毎月 10 日までに手続きが完了いたしますと、翌月 4 日引き落とし分から変更となります。
書類請求はインターネットまたはお電話にて承ります。

Ｑ

まだ特定口座の申込みはできますか？

Ａ

特定口座の申込みは可能ですが、既にお持ちの投資信託残高の移管手続きにつきましては、制度上
5 月末日をもって終了しておりますので、特定口座開設前の残高は引き続き一般口座にて保管されます。
特定口座開設後、新たに買付された投資信託のみ特定口座での保管となりますのでご注意ください。

＜お問合せ先＞ セゾン投信お客様窓口
TEL：０３－３９８８－８６６８（９：００～１７：００
FAX：０３－３９８８－８６７３

土日祝、年末年始を除く）

□買付・解約

受付不可日のお知らせ（２００９年７月３日～９月末日）

下記は 2009 年 7 月 3 日現在の当社取扱いファンドの休日（海外休日等）の情報です。当該海外休日等は日本の営
業日の場合でも、信託約款に定める申込不可日としてご注文を受付することができません。当該海外休日等にいた
だいたご注文は、「翌営業日」を注文日として承ります。
※下記は信頼できると思われる資料に基づいて作成されていますが、その正確さや完全さに対する責任を当社が負
うものではありません。各地の休業日は都合により変更されることがあり、下記もこれを反映すべく予告なしに
変更される場合がありますので予めご了承下さい。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

7/3（金）、8/3（月）、9/7（月）

セゾン資産形成の達人ファンド

7/3（金）、8/3（月）、8/31（月）
、9/7（月）

年代別（口座）
60代以上
9.3%

19歳以下
2.0%

□セゾン投信
20代
11.3%

50代
14.9%

40代
25.3%

30代
37.1%

※法人口座データを除く

会員数(2009 年 6 月末日)

34,109 口座

TOPICS：
この１ヵ月間で口座数は４１６件増え、当社に口座
を開設いただいている方の件数は３４，１０９件とな
りました。
当社が運用している投資信託の純資産総額の合計
は、投資いただいている皆さまからの購入金額ならび
に基準価額の上昇によって、２００９年６月末現在で
242億円となっております。

セゾン投信の素顔
ここではセゾン投信のメンバーが日々感じたり考えたりしていることを紹介しています。熱い思い
を抱いて働いている私たちの人となりを少しでも感じていただければ幸いです。

「北鎌倉明月院」
明月院は別名、紫陽花寺と呼ばれていますが、訪れた６月の土曜日は、青い鞠のような紫陽花
があふれんばかりに境内に咲いていました。
わたしは６月生まれなので紫陽花がとっても気になる花の一つです。バラや芍薬のように目を
引き付ける派手さが無いけれど、よく見ると１つ１つ微妙にグラデーションのある色合いや、雨
が降るとしっとりと濡れる花弁（本当は「萼（がく）
」だそうですが）や葉は梅雨の季節にふさわ
しい花と思わせます。
（反対に、照りつける太陽の下の紫陽花は興ざめで好きではありませんが。
）
ところで私のおすすめする明月院は紫陽花ではなく、ハナショウブの見える裏の庭園を見るこ
とができるお座敷でゆっくりすることです。ユニセフ募金をすればそのお座敷に入ることができ
ます。お庭には手前に池やもみじ、ドウダンツツジがありその先を小道が横切り、さらに先がハ
ナショウブの花、そして一番後ろは山の緑。
とても奥行きのある庭は見ていて飽きません。見る場所もお座敷の中ではなく、縁側に座ってみ
るのが大好きです。
管理部 水野 美枝
「自分を取り戻す！？」
どうも最近、心がせわしいことが多く、休暇をもらえたことを幸いと九州から東京へバス・新
幹線を使ったいわゆる“途中下車の旅”をしてきました。
一人旅だったのですが、途中で出会った方には、人へ「親切」をする心構えを教えてもらった
り（キーホルダーももらいました。
）
、自分らしさを思い出すという意味では、とても有意義な旅
でした。
（途中レンタカーにＣＤを忘れてきたのは心残りですが。
）
心にゆとりをつくり職場に戻ってきて思うのは、当社は多くの方々の期待と責任を負った仕事
をしているのだという当然のことと、当社の投資信託を購入していただいている皆様に、セゾン
投信の口座を開設し投資を始めていただいた時の気持ちを、忘れずに持ちつづけていただける会
社へと成長させたいという事です。
企画業務部 市本 宏
「凡事徹底」
先日、福島・仙台とセミナーをして廻った折、作並温泉の老舗旅館に宿泊しました。その宿の
構造は、全国あまたで経営不振に陥っている旧来タイプの大型旅館。
ところが顧客ニーズを的確に捉えたサービス体系や、顧客満足を大切にしていると感じさせる
心遣いで、週末の館内は満員御礼状態の賑わいでした。
帰り際、フロントの後方に掲げられていた社訓を発見して納得。
「凡事徹底」だれでも出来ることを徹底してトコトンやり抜こうということ。セゾン投信との
シンクロを感じて、また訪れようと決めました。
中野 晴啓

当社のファンドに係るリスクについて
当社の運用、販売するファンド（以下、当ファンド）はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信
託証券に投資を行います。当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債
の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状
況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその
影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは外貨建資産に投資し、原則
として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがありま
す。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」
、
「カントリーリ
スク」、「信用リスク」、
「流動性リスク」などがあります。
※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当社のファンドに係る費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
＜セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド＞
◆ 申込時に係る費用
申込手数料はかかりません。
◆ 解約時に係る費用
解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して 0.1％の信託財産留保額
が控除されます。
◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用
┃信託報酬┃
ファンドの純資産総額に年 0.4935%（税抜 0.47%）の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である
投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用
となりますので、実質的な信託報酬は、年 0.77％±0.02％（概算）となります。
┃その他費用┃
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価
証券の保管に要する費用等を含む）
、監査報酬（消費税含む）
、立替金の利息等が信託財産の中から差し引
かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上
限額等を示すことが出来ません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＜セゾン資産形成の達人ファンド＞
◆ 申込時に係る費用
申込手数料はかかりません。
◆ 解約時に係る費用
解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して 0.1％の信託財産留保額
が控除されます。
◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用
┃信託報酬┃
ファンドの純資産総額に年 0.567%（税抜 0.54%）の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投
資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用と
なりますので、実質的な信託報酬は、年 1.3％±0.2％（概算）となります。
┃その他費用┃
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価
証券の保管に要する費用等を含む）
、監査報酬（消費税含む）
、立替金の利息等が信託財産の中から差し引
かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上
限額等を示すことが出来ません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

